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旬の冬野菜 おいしく食べよう！

たっぷりダイコンの
寄せ鍋

料理研究家／波多野充子

306
kcal

︻調味料︼

ダイコン ………1/2 本
ニンジン ………1/3 本
水菜……………1/2 束
マイタケ ………1パック
ネギ ………………1 本
豆腐 ………………1 丁
油揚げ ……………1 枚
タラ ……………2 切れ
ユズの皮 …………少々
だし汁 …………700ml
酒 …………大さじ2
しょうゆ ……大さじ5
みりん………大さじ1
塩 ………… 小さじ1

■作り方

❶ダイコンとニンジンは皮むき器
で、長めにスライス。水菜、マ
イタケ、ネギ、豆 腐は食べや
すい大きさに切る。油揚げは
熱湯を掛けて油抜き後、短冊
切りにする。タラは 3 〜 4 切れ
にする。

EVオリーブ油 ……大さじ1
塩 ……………………適量
こしょう …………… 適 量
ナツメグ …………… 少々

❷ユズの皮は千切りにする。
❸土鍋にだし汁と調味料を入れ煮
立たせた後❶を加え、火が通っ
たら火を止め、ユズの皮を添え
る。お好みで仕上げにごま油を
少量加えると、違った風味を楽
しめます。
※ダイコンはお好みの
タイミングで入れる。

■作り方

ピーラーでスライスしたダイコンをたっぷりいただきましょう。最初から煮ると甘くてトロトロ、最後に加えるとシャキシャキとみ
ずみずしいダイコンを楽しめます。締めはおいしいおだしにうどんを入れるのもお勧めです。

❶カボチャは一口大に切り、塩少々を振っておく。ニンジンとタマネギ
は薄切りにする。
❷温めた鍋にオリーブ油を入れ、タマネギが甘い香りがするようになる
まで弱火で７〜８分炒める。
❸❷にカボチャとニンジンを入れ、３〜４分炒めてから水を加える。ふ
たをして、沸騰してから弱火で１５分ほど煮込み、塩・こしょう・ナ
ツメグで味を調えて火を止める。
❹ミキサーなどにかけて滑らかにする。鍋に戻し、温めてから器に注ぐ。

カキと冬野菜の
炊き込みご飯
約

point
野 菜の甘みがあふれるシンプルな
スープです。ビタミン・ミネラル・βカロ
テンなどが豊富で、風邪の予防や免疫
力アップなども期待できます。これか
ら寒くなる季節にピッタリ。
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︻調味液︼

米 ………………… 2 合
カキ ……………… 200g
サトイモ……………150g
レンコン……………50g
シメジ………………100g
ショウガ ……………1片
だし昆布………5×5 c m
スダチ ………………1個
芽ネギ …………… 少 々
だし汁 ……カップ1・1/2
しょうゆ ……… 大さじ2
みりん …………大さじ1
塩 …………… 小さじ1

❶米をとぎ、冬場は約１時間浸水してから、 ❻鍋に米と昆布を入れ、
❺の調味水・サトイモ・シ
ざるに上げておく。
メジ・レンコンの順に加えてふたをし、中火にか
❷カキは塩水で優しく振り洗いし、殻が混
ける。沸騰後、ごく弱火で１５分炊く（炊飯器の
じらないようにする。鍋に調味液を沸騰
場合は、全ての材料を順番に入れて炊く）
。
させ、カキと千切りにしたショウガを加え、 ❼ご飯が炊き上がったら、取り出したカキをご飯の
カキがプリッとするまで３〜４分煮る（煮
上に載せ、約１０分蒸らす。その後かき混ぜると
過ぎると身が縮むので注意）
。
きは、いったんカキを取り出す。
❸鍋からカキを取り出す。
❽器に盛り、
お好みで芽ネギを添え、
スダチを搾っ
❹サトイモは皮をむき、
1.5 cm角に切る。
レン
ていただく。
コンも皮をむき、
４〜５mm の輪切りにし
てから食べやすい大きさに切る。シメジ プリプリのカキ、モチモチのサトイモ、シャキシャキのレンコ
ン。旬の食材をたっぷり味わえる、炊き込みご飯です。カキ
は石突きを取り、1本ずつ分けておく。
はご飯と一緒に炊くと身が縮んでしまいます。先にサッと煮
❺❸の煮汁に水を加え、２カップ分の炊
て、ご飯を蒸らすときに加えると、おいしく出来上がります。
飯用調味水を用意する。

梅干し ……2 個
ゴボウ ……2 本
水………900cc

■作り方

❶ゴボウはたわしで洗い、5 cm 長さに切る。
❷土鍋や厚手の鍋に、ゴボウ・水・梅干しを
入れふたをして火を付ける。
❸沸騰するまでは強火、その後弱火で８時間
以上煮る。ゴボウが水から出ないように、途
中水が少なくなったら、適宜加える（あくは
取らないで大丈夫）
。
❹器に盛りつけ、お好みで白ごまを添える。
※途中で外出する場合は火を止め、合計８時
間以上煮れば大丈夫です。

ゴボウを梅干しだけで長時
間煮る、健康的な常備食で
す。ゴボウがほっこりと、今
まで 味 わったことのない、
優しい味になります。
１０時
間煮ると常温で１週間、３０
時間煮ると常温で１カ月持
ちます。おせち料理の箸休
めにもなりますので、まとめ
てたくさん作っておくと便利
な一品です。

地 産 地 消 新鮮で安全・安心な農産物はこちらで
ファーマーズマーケット

二子玉川

「せたがやそだち」の安全・安心・新鮮な野菜
や野菜苗、園芸品、加工品を販売しています。

インスタグラム

https://www.instagram.com/
fmnikotama/

京王線千歳烏山駅から徒歩３分、活気あふれる
烏山商店街の中にあり、世田谷産の新鮮な野
菜や花、野菜苗など直売しています。
「あきたこ
まち」や「南魚沼産コシヒカリ」などの玄米を注
文を受けてからその場で精米、販売しています。
所 在 地●〒157-0062 世田谷区南烏山 6-28-1
営業時間●10:00 〜 18:00
毎週木曜日定休 年末、年始、夏季休業あり
連 絡 先● TEL：03 -5313-7711
FAX：03-5313-3525
アクセス●京王線 千歳烏山駅下車 徒歩 3 分

https://www.facebook.com/
Facebook
フェイスブック jafmchitosekarasuyama/

インスタグラム

https://www.instagram.com/
fmchitokara/

ファーマーズマーケット

開催日／

千歳支店

期間限定
ＪＡ朝市

12月17日（火）20日（金）24日（火）27日（金）
9 時〜9 時 45分 売切れ次第終了

杉並区産、中野区産の新鮮な
農産物を販売しています。

〒157‐0063 世田谷区粕谷 3‐1‐1 TEL：03‐3308‐6661

京王線／千歳烏山駅下車 京王バス 千歳船橋駅行 芦花高校入口下車 徒歩1分
小田急線／千歳船橋駅下車 京王バス 千歳烏山駅行 芦花高校入口下車 徒歩1分

荻窪駅

文化学園大
杉並高

天沼陸橋

連 絡 先●
城西支店
荻窪
TEL：03-5349-8791
FAX：03-3392-9580
アクセス●JR中央線 荻窪駅南口下車 徒歩10分
地下鉄丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅下車 徒歩12分

Facebook

❶フライパンにオリーブ油・ニンニク・アンチョビフィ
レを入れ、弱火で香りを出し、軽く油を切ったツ
ナ缶を入れ、火を止める。
❷鍋に湯を沸かし、塩少々を入れ、ざく切りにした
キャベツをさっとゆでざるにあげる。

世田谷区

荻窪

所 在 地●
〒166-0004 杉並区阿佐谷南 3-13-2
営業時間● 10:00〜16:30
毎週日曜、月曜日定休 祝日、
年末、年始、夏季休業あり

■作り方

フェイスブック
https://www.facebook.com/
jafmogikubo/

❸ボウルにキャベツを入れ、
❶とあえて皿に盛り付
ける。トマトを飾り、こしょうを掛け出来上がり。
point
キャベツが温かいうちにあえると味がよくなじみます。

（天候や育成状況により中止する場合もありますのでご了承ください）

阿佐ヶ谷駅
中 杉 通り

https://www.facebook.com/
Facebook
フェイスブック jafmfutakotamagawa/

千歳烏山

期間限 定

ＪＡ各支店でも即売しております

道
街
梅
青

所 在 地●〒157-0077 世田谷区鎌田3 -18-8
営業時間●9 : 00〜16 :30
毎週月曜日定休 年末、
年始、夏季休業あり
連 絡 先●TEL：03 -3708 -1187
FAX：03 -3708 -1707
アクセス●東急田園都市線 二子玉川駅下車
バス成城学園前駅行 吉沢下車 徒歩5分
小田急線 成城学園前駅下車
バス二子玉川駅行 世田谷総合高校下車 徒歩5分

ファーマーズマーケット

まで

キャベツ …………………1/4 個
ツナ缶 ………………………1 缶
アンチョビフィレ ……………3 枚
ニンニク
（みじん切り）…小さじ 1
トマト ……………………1/2 個
塩・こしょう ………………適宜
オリーブ油 ………………大さじ1

■材料（2人分）

■作り方

point
生クリーム不使用でヘルシーかつ泡立ても不要な簡単ティラミス
です。旬のフルーツが甘い香りと爽やかさをプラス。さらに豆乳ヨー
グルトで軽やかに仕上げています。ヨーグルトの種類・甘さ・リキュー
ルなどはお好みでアレンジしてください。マスカルポーネチーズが
ない場合は、常温に戻したクリームチーズでも代用できます。

銀座三越 みのる食堂・みのりカフェ
大手町フレンチレストラン
ラ・カンパーニュ で
大蔵大根や﹁せたがやそだち﹂の
野菜を使ったメニューを提供中です︒

■材料（4人分）

❺容器にビスケット、クリーム、オレンジ、ビスケット、
クリーム、イチゴ、ビスケット、クリームの順に入れる。
冷蔵庫で冷やし、食べる直前にイチゴとオレンジを
飾る。

（金）

■材料（2人分）

kcal

kcal

１２
／２７

「キッチン晴人」のオーナーシェフ
／永井智一

108

約

❶テフロンのフライパンに半分に切ったベーコンを入れ、両面を焼き取
り出しておく。
❷❶のフライパンにオリーブ油、ニンニク、タカノツメ、アンチョビ、半
分に切ったミニトマトを入れ弱火で香りを移し、
白ワインを振りアルコー
ルを飛ばす。
❸❷に、ゆで時間より１分早くあげたパスタ、生クリーム、ゆで汁 1/4カッ
プ、包丁でたたいて細かくしたホウレンソウと、
❶で取り出したベーコ
ンを入れ手早く絡め、塩・こしょうで味を整える。

〜アンチョビ風味

1食当たり

kcal

❶ヨーグルトは６０〜７０ g になるまで２〜３
時間水切りする（水切りは、ざるにキッチ
ンペーパーを敷きヨーグルトを入れて冷
蔵庫で）
。硬めなヨーグルトの場合は水
切りが不要の場合もある。
❷クリームの材料を混ぜ合わせる（甘味と
香り付けのお酒はお好みで量を調整）
。
❸ビスケットはコーヒーに浸す。コーヒーは
濃いめのインスタントコーヒー
（３g に熱湯
50ml 程度）でも大丈夫。
❹オレンジとイチゴ４個は小さく切り、イチゴ
4 個は上部飾り用に大きめに切る。

■作り方

キャベツとツナの サラダ

料理研究家／波多野充子

307

■作り方

point ソースが重たくなってしまったら、ゆで汁でのばすと good。

ゴボウのコトコト
養老煮

料理研究家／波多野充子

平打ちパスタ …… 200 g
ベーコン……………2 枚
ホウレンソウ
（ゆでた物）………100g
ミニトマト…………2 個
生クリーム ……1カップ
白ワイン ………大さじ 1
アンチョビフィレ … 2 枚
ニンニク …1片（みじん切り）
タカノツメ…………1 本
オリーブ油 ……… 適宜
塩・こしょう………適宜

約

豆乳ヨーグルト………………100g
マスカルポーネチーズ …………60g
蜂蜜かメープルシロップ …大さじ 2
ラム酒やリキュールなど …小さじ 1
イチゴ（中）………………………8 個
オレンジ ………………………1/2 個
ビスケット ……………………5 〜 6 枚
エスプレッソコーヒー ……………50ml

■材料（2人分）

カボチャ …………300ｇ
ニンジン …………100ｇ
タマネギ …………100ｇ
水 …………………3カップ
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1食当たり

■材料（直径6cmのグラス2個分）

kcal

■材料（4人分）

■材料（2人分）

料理研究家／波多野充子

︻クリーム︼

105

約

まごころ+C

フルーツティラミス

「キッチン晴人」のオーナーシェフ
／永井智一

1食当たり

1食当たり

1食当たり

ホウレンソウとベーコンの
パスタ

カボチャとニンジンの
甘いスープ

料理研究家／波多野充子

約

JA東京中央

大田区

田園調布支店

田園調布支店が休業の場合、開催なし

月〜水､金曜日も入荷が
開催日／毎週 木 曜日 あれば無人販売し
ています

9時 〜15時 30分
杉並
区役所

売切れ次 第終了

〒145-0072 大田区田園調布本町 7-4 TEL：03-3721-6181
東急池上線／雪ヶ谷大塚駅下車 徒歩 7 分

杉並区

城西支店

開催日／毎週 木 曜日

10 時 〜15 時 30分

城西支店が休業の場合、
開催なし

売切れ次 第終了

〒166-0015 杉並区成田東 5-18-7 TEL：03-3392-7271
ＪＲ中央線／阿佐ヶ谷駅下車 徒歩10 分
地下鉄丸ノ内線／南阿佐ヶ谷駅下車 徒歩7 分

世田谷区

芦花支店

世田谷区

山野支店

世田谷区

地元農家による即売会

開催日／毎週 火 曜日

開催日／毎週 水 曜日 開催なし

山野支店駐車場
開催日／ 12月16 日（月）23 日（月）
14 時 30 分 〜 売切れ次第終了

〒157-0062 世田谷区南烏山 3-2-10 TEL：03-3309-5151

〒157-0073 世田谷区砧 4-4-7 TEL：03-3417-2371

〒157-0073 世田谷区砧 4-4-7 TEL：03-3417-2371

9時 〜15時 30

芦花支店が休業の場合、
開催なし
分 売切れ次 第終了

京王線／芦花公園駅下車 徒歩 2 分

大田区

矢口支店

矢口支店が
休業の場合、
開催なし

月〜水､金曜日も入荷が
開催日／毎週 木 曜日 あれば無人販売し
ています

9時 30分頃

入荷 次第〜売 切れ次第終了

〒146-0095 大田区多摩川 1-22-1 TEL：03-3759-8501
東急多摩川線／矢口渡駅下車 徒歩 3 分

杉並区

高井戸支店

開催日／毎週 木 曜日

10 時 〜15時

高井戸支店が休業の場合、
開催なし

売切れ次 第終了

〒168-0072 杉並区高井戸東 3-22-11 TEL：03-3331-5181
京王井の頭線／高井戸駅下車 徒歩10 分

山野支店が休業の場合、

9 時 〜15 時 30分

売切れ次 第終了

小田急線／祖師谷大蔵駅南口下車 徒歩 5 分

大田区

馬込支店

開催日／毎週 月曜日

9時 〜15時 30分

馬込支店が休業の場合、
開催なし

売切れ次 第終了

〒143-0025 大田区南馬込 5-28-8 TEL：03-3775-1321
地下鉄都営浅草線／西馬込駅下車 徒歩 3 分

地元農家による即売会
杉並区
いおぎマルシェ

井荻支店

開催日／12月24 日（火）

10 時〜13 時

売切れ 次第終了

〒167-0035 杉並区今川 1-17-15 TEL：03-3395-3361
西武新宿線／井荻駅下車 徒歩10 分

小田急線／祖師谷大蔵駅南口下車 徒歩 5 分

ハウジング馬込店前

大田区
開催日／毎週 火〜金 曜日

9 時 〜16 時 30分

ハウジング馬込店が
休業の場合、
開催なし

売切れ次 第終了

〒143-0025 大田区南馬込 5-39-3 TEL：03-3777-5181
地下鉄都営浅草線／西馬込駅下車 徒歩 2 分

杉並区

杉並中野支店

開 催日／毎 週 火 曜日（祝日の場合は休み）

9 30

11

時
分〜
時 売切れ次 第終了
〒167-0034 杉並区桃井 2-3-4 TEL：03-3399-8983

ＪＲ中央線／荻窪駅北口 から関東バス(０番及び１番乗り場からどこ行きでも可 )
八丁下車 徒歩２分

